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人生100年、穏やかで心地よい老後ってなんだろう？

「９９歳母と暮らせば」映画観賞会
福祉のお困りごとご相談ください！
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◎木太地区  •さつまいも掘りで地域交流
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第39回木太地区文化祭 作品展示

　新年あけましておめでとうございます。
　木太地区の皆さまにおかれましては、新年を心新たに
お迎えの事とお慶び申し上げます。また、地域のまちづくりに
対しご理解、ご協力をいただきました事も年頭にあたり
コミュニティ協議会役員、職員を代表して御礼申しあげます。
　さて、今年は寅年、干支でいうと壬寅（みずのえとら）は、
厳しい冬を越えて、芽吹き始めた、新しい成長の礎となる
イメージだそうです。
　木太地区においてもコロナ禍という厳しい冬の間に、
今後10年の地域づくり計画書となる『第2次コミュニティ
プランの策定』。社会的弱者にやさしいまちづくりを目指す

『避難行動要支援者台帳の整備』といった事業を進めて
おり、地域の皆さまが安全で安心して暮らせる新たな一歩
を踏み出そうとしています。
　最後になりますが、厳しい時代では
ありますが、２０２２年が皆さまにとりまし
て輝かしい年となりますよう心からご祈
念申し上げまして新年のご挨拶
といたします。

久保 健
木太地区コミュニティ協議会 会長

新しい年の幕開けです
皆さまにとりまして幸多き一年となりますよう
心からお祈り申し上げます



　昨年に引き続き、コロナ対策で作品展示のみの開催となりましたが、子ども
から大人まで350人あまりの町民が参加し、日ごろの研さんを披露しました。会場となった

コミュニティセンター３館・木太北部会館では、センター講座作品・篆刻・陶芸・書道・手芸・絵手紙をはじめ、
幼稚園や高齢者施設から多彩なジャンルの作品が並び、来館された方々の目を楽しませていました。

木太
コミュニティセンター

木太南
コミュニティセンター

木太北部
コミュニティセンター 木太北部会館

アマビエさまって
神さま？妖怪？

たくさんの方が
見に来られました

見ごたえある作品で
いっぱいです

壁にも作品がいっぱい

木太篆刻同好会

木太幼稚園さん

パッチワーク

木太地区文化祭
第39回

作品展
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コロナ禍が終息に向か
いつつある10月17・19日の２日間、ドキュメン
タリー映画「９９歳母と暮らせば」の上映会を催
しました。住み慣れた家で、地域や家族の愛に
包まれ、心豊かに力いっぱい生きた９９歳の母
親を介護する７７歳の息子さん。辛いイメージ
がある毎日の介護も、軽妙な会話のキャッチ
ボールでたちまち心地よい介護に早変わり。
そこには母親を想う家族愛が感じられました。
　会場には３0～８０代まで幅広い年齢層の
方々が来場し、誰しもが“こうありたい”と思
う、共に幸せに暮らせる介護の在り方を教え
てくれました。（大熊 博行）

まるごと福祉相談員にご相談ください
福祉のお困りごと

●高松市から委託を受けた福祉の専門職です。
●どなたでもご相談できます。
●秘密や個人情報は必ずお守りします。
●じっくりお話をお聞きし、お困りごとを整理して、
　解決方法を考え、各専門機関と連携して支援します。
●相談は全て無料です。お気軽にご相談ください。

高松市社会福祉協議会（本所）
高松市福岡町二丁目２４番１０号
（福祉コミュニティセンター高松 内）
相談時間／８：３０～17：00
（土日祝日・年末年始を除く）

TEL.087-811-5888
E-mail:takas003@mail.netwave.or.jp

ご相談はこちらへ

他71件のご感想をいただきました。
ありがとうございます！

「99歳母
と暮らせば

」
「99歳母

と暮らせば
」映画観賞会

人生100年
、

穏やかで
心地よい老

後って

なんだろう
？

わがままだけど憎めないお母さんを
優しく介護した息子さんの人柄に
頭の下がる思いです。(70代女性)

母を介護していたころを思い出して
泣き笑いしながら、楽しく鑑賞させ
ていただきました（70代女性）

私の母も95歳、施設に入っています
が3日前に会ってきました。この映画の
ように楽しく過ごせました。(60代女性)

怒ったりしないで会話が楽しい。笑顔
いっぱいで良かったです。(50代女性) 自分のことも考えていこうと思いました。あたた

かい気持ちに包まれました。（60代女性）

これから迎えるかもしれない両親の介護を
想像したときに映画のような優しい気持ちで
関わっていきたいと思います。(30代男性)

「トホホ」の気持ち、とても分かります。
これから自分も通るかもしれない道だと
思うと参考になりました。（40代男性）

明るい99歳をめざしたいです。
笑いが止まりません。（80代女性）

食事は大変です。介護への心得『あ・い・
う・え・お』大切だと思います。(80代女性)

鑑賞した皆さんからの
あたたかいメッセージ

映画
鑑賞会
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春日水神市場隣り

阿部歯科
マルナカ春日店西150m

TEL 834-5314木太町6区 高松市木太町3308 電話（087）832-5500

PTAバザーはできなかったけど…

さつまいも掘りで地域交流
　11月13日、育成会の恒例行事の
一つとなった『さつまいも掘り体験』を
行いました。新型コロナウィルス感染対
策からグループごとに時間帯を分けて収穫体験をス
タートし、親子総勢300人の参加となりました。
　収穫後はヌーベル木太さんのご厚意で、焼き芋等
やお菓子のお土産を持ち帰ってもらい、子どもたちの
表情もほっこり。さつまいも掘り体験を通して、地域の
皆さんとふれあい、世代を超えた交
流は子どもたちに楽しい時間と
なりました。
　子ども会には途中入会も
大歓迎です。活動に興味を持
たれたら、最寄りの役員まで
お願いします。
(木太小学校区子ども会育成会)

　木太小PTAでは、「秋だ！おまつ
りだ！木太っ子全員集合！」と題
し、11月にクイズ＆スタン
プラリーを実施しました。
　クイズは1週間前から
校内3ヶ所に貼り出し、休
み時間に巡って答えを考
えてもらいました。

中には「○○先生
の好きな給食は？」

や「木太小学校は今年で何才？」など
木太小ならではの問題もあり、先生
方にヒントをもらったり、友だち同士
で考えたりしたようです。

　また、スタンプラリーは「木太小学校
に鬼が出没！」と役員が扮した「鬼滅の
刃」キャラを校内に配置し、スタンプを
集めてもらいました。少しの時間
でしたが、学校のあちこちから
賑やかな声が聞こえ、子どもた
ちは楽しく参加してくれました。

高須地区の皆さんが
お振る舞い

ヌーベル木太さんのご協力で開催されました

鬼滅のメンバーが木太小に参上!!

木太
地区
KITA

あ ら か

お手製の
焼き芋機で
ホクホクです
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市環境美化推進運動功労者表彰
（清掃奉仕・緑化活動）

下西原公園
愛護会

会長：植田 修さん

個人受賞
西本 照美さん　三野 誠士さん

木太中央公園
愛護会
会長：樫 昭二さん

秋に思い出の1ページを…
　子どもたちにコロナ禍でも楽しい思
い出を作ってあげたいと木太北部小学
校6年生保護者によって11月21日オー
タムデイキャンプが行われました。
　まずは体を動かしてウォーミングアップ。
ソフトバレー・バスケで体を温め、児童からリクエス
トのあった逃走中で盛り上がりました。
　日が暮れるとキャンプファイアーを点火。ギター
演奏に合わせて、『backnumberの水平線』をみ
んなで歌い、今日1日を振り返ります。夜の肝試し
では運動場にまで悲鳴が響きわたるほどの恐怖を
体験し、気分は最高潮、最後は花火で幕を閉じました。

　待ちに待った、あまからデビューの木太南小
学校3年生110名に、あまから水祭りの歴史や
想い、陰で支えてくれている人たちについてパ
ワーポイントを使って説明しました。
　真剣に聞いている生徒たち、質問の時間にな
るとハイハイと元気な声で我先にと手が挙がりま

す。「喜田さんは、アトラクションは何が好きですか？」
との質問には思わずドキッとしました。私はアトラクション

部会の責任者として頑張っているのもあって思い入れがあります。もちろん私の一
番は「もちなげ」。理由はたくさんの笑顔がなによりもうれしいからです。
　みんなにどんなアトラクションが良いのか希望を聞いたら良いかもね、と話すと、
真鍋校長先生が笑顔で拍手していたのが印象的でした。たくさんの質問をありが
とう。今年こそは「第28回あまから水祭り」開催できると嬉しいですね！（喜田 清美）

あまから水祭りについて教えてください

「みんなの思い出」って素敵です

逃走中終了後は、笑顔での集合写真

四国管区防犯
功労表彰

（地域防犯安全活動）

木太南チーム
木太地区

安全安心町づくり推進協議会

表彰＆優勝された
団体を紹介します

表彰＆優勝

う

れし
いお知らせ！

おめでとう
ございます

3
団体

２
連覇

第23回
高松市60歳以上男子
スローピッチ

ソフトボール大会 優勝

あまからにかける
想いを伝えました

この日のために
練習しました

南
地区
MINAMI

北部
地区
HOKUBU

る と ♪
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今  　juniorドキ！
木太
中学校

　木太中学校
では、毎年8月末
の土曜日の早朝、
生徒・保護者の有志を
募って、学校の敷地内や大池周辺・木太中
央公園の草抜き・清掃を行っています。
　有志には、たくさんの生徒や保護者、先
生方の他、地域団体の新池土地改良区、木
太中央公園愛護会の皆さんも加わって、力
を合わせて作業します。時に黙々と、時にワ
イワイと行う作業は、１時間半。終わる頃に
は、みな爽やかな汗をかき、晴れ晴れとした
気持ちになります。毎年楽しみに参加して
いた保護者も多数いたようです。
　小学生、中学生の頃から、地域の人と一
緒に清掃活動をすることで、自分たちの暮
らしている場所をこの先何十年も大切にし
ていく、その気持ちが自然に育っていくに
違いありません。
　この先もずっと成長を見守ってくれる地
域を、木太中学校とともに大事にしていき
たいですね。

　新池土地改良区とは「大池」を管理している組織です。戦後の復興
と食糧増産のために、土地改良法が制定され、昭和30年に設立され
ました。当時は稲作に励む農業用水供給が主な仕事でしたが、市街化

が進むにつれて農地も大きく
減少し、大池は水上ゴルフ場
に利用され、堤防は木太町定
番のジョギングや散歩のコースになっています。
　現在は、従来の農業用水の供給とともに、大池景観整備事業として
年3回の大池周辺の草刈り・桜並木の整備・清掃活動を地域ボラン
ティアの方や木太中学校の生徒さんと一緒に実施しています。

新池土地改良区ってどういう団体ですか？
Qu
es
tio
n!

木太中学校ふれあい奉仕活動

 未来
へつな

がれ！

世代を
超えて

※コロナ禍の為、今年度は残念ながら実施できませんでした。写真は昨年度の様子です。

きれいな新池（大池）をみんなの手で
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●ベルモニー

●木太西郵便局
●ファミリーマート

セブンイレブン●

高松国際ホテル●
アーヴェリール●

迎賓館　

高松市
環境業務センター

●

洲端地蔵❶

地神社と
さくい水神社

❺

報徳碑
❻
十二名の墓❷

詰田川橋❸

詰
田
川

❹洲端神社

155

43

11

クイズに応募いただい
た方の中から抽選で
5名様に右記のプレ
ゼントを差し上げます。

あまからプレゼント　　  クイズあまからプレゼント　　  クイズ 今回のプレゼント

QUOカード
1,000円分

問題 今号で紹介した○○歳の母親と７７歳の息子さんが織り成す
介護ドキュメンタリー映画のタイトルは？

『○○歳母と暮らせば』

ご意見・ご感想をご記入ください。

＜ キリトリ ＞

キ
リ
ト
リ

＜
＞

■住所

■氏名

■連絡先（携帯等）

ふりがな

上記〇の中に入る言葉と連絡先を記入して、木太町各コミュニティセンター窓口または右のQRコードからご応募ください。

※ご記入いただいた個人情報は、当選者の発表、お便りの紹介に利用する以外、その他の目的に利用することはございません。

応募締切 令和4年2月末日必着※プレゼントの抽選対象は、お一人さま1回限り有効とさせていただきます。

前回のあまからクイズ
当選者発表

■安倍さん ■岡さん ■白根さん ■坪井さん
■林田さん　以上5名の方が当選されました。

おめでとう
ございます

見　本

木太町ＨＰからも
応募できます

木太町北東部の端、詰田川と御坊川の合流する三角洲にある
洲端地区を中心に歩くコースです。洲端神社周辺の旧街道
沿いでは昭和の初め頃までは祭りの日に露店が出て獅子舞
の鉦や太鼓で大いに賑わっていたそうです。現在露店など
はなくなっていますが、八坂神社大祭にあわせて地区の
家々をまわる獅子舞奉納がその名残をとどめています。

このウォーキングマップは
各コミュニティセンターで無料配布しています。

木太町
ウォーク
洲端の旧街道散策
約2.3㎞

❻報徳碑

❷十二名の墓

❶洲端地蔵

vol.38の答えは 小 倉

❹洲端神社

❺地神社とさくい水神社

❸詰田川橋

詰田川
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お 知 ら せ 掲 示 板

　新年あけましておめでとうございます。昨年は日常に戻る兆しが見えてきた
矢先、新種株の登場によってコロナに始まりコロナに終わる1年となってしまい
ました。今号ではそんなコロナ禍の中、地域を盛り上げようと頑張っている方々
をご紹介しています。正月に炬燵をかこんで振り返ってもらえると嬉しいです。
今年こそは木太町みんなで思い出作りができる・・・かな？（杉河亀松米天）

木太地区人口
令和3年12月1日現在

※（ ）内は昨年12月1日時点での数値です。

※新型コロナウィルスによる地区行事の日程変更、中止の場合は、
　回覧板と木太町ホームページで告知いたします。

世帯数14,947戸
（14,789戸）

総 数
31,966人
（31,988人）

16,623人
（16,649人）
16,623人
（16,649人）

15,343人
（15,339人）
15,343人
（15,339人）

女 男

高松市木太地区コミュニティ協議会
〒760-0080 高松市木太町3480-2  TEL&FAX 087-834-5547
木太町ホームページ　http://www.kita-town.com

令
和
4
年
1
月
1
日

総
務
広
報
部
会

新
日
本
印
刷
株
式
会
社

高
松
市
木
太
地
区
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
協
議
会

発
行
日

編
　
集

印
　
刷

発
　
行

この冊子は、環境にやさしい
水なし印刷を使用しています。

◆お知らせ◆
戸籍届出、各種証明書の発行、市税納付等の各種行政手続きは
木太出張所で取り扱っております。詳しくは直接お問い合わせください。

 あまから通信バックナンバーをご希望の方は各コミュニティセンターにご用意していますので、お気軽にお声がけください。

高松市役所木太出張所  TEL.087-834-5485

●息子の学校のPTA会長だった岡本さんの活躍に驚き
ました。私も負けずに動かないと！と思いました。（A・K）
●529㎞、自分の足で生まれ故郷に戻るなんてすご
いです。伴走ランナーに介護施設にと素晴らしい
です。勇気をいただきました。（S・T）
●コロナ禍でもあり、子どもが成長した今、町民運動
会やあまから水祭りが懐かしく思えます。（S・M）

●木太地区健康ウォーキングに毎回参加しています。
その日が心も体も元気で過ごせますように！（I・Y）
●新しくなったコミュニティセンターに健康診断で行き
ました。明るく爽やかではいりやすい所でした。（W・T）
●集団検診の待ち時間で初めてコミセンの図書館に
入りました。興味のある本があり、さっそく会員登
録して借りました！（T・M）

この他、多数ご意見、ご感想をいただきました。これからも皆さまのお声をお聞かせください。

みなさまからのご意見、ご感想をいただきました!

ご意見ご感想
お待ちしています

冬場は気温・湿度ともに低くなり、感染症にかかりやすく
なります。現在新型コロナウィルス感染症は数が少ない状
況が続いていますが、季節性インフルエンザとの同時流行
の恐れがあります。どちらも感染経路は飛沫感染・空気感染
です。正しい予防法でかからない・うつさないを心がけましょう！

木太地区各種行事日程 ～2022年～

木太地区冬の献血
●木太コミュニティセンター ●1月１６日（日）

木太地区河川等一斉清掃 ●２月２０日(日)

インフルエンザとコロナを予防！

※現在コミュニティセンターでは新型コロナウィルス感染拡大防止策として利用者の方へのマスクの着用、検温、
　消毒、人数制限、定期的な室内換気をお願いしております。皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

※2月からは
　従来通りの
　日程となります。

コミュニティセン
ターでは皆さまに安心
してご利用いただけるよ
うに、様々な新型コロナウ
イルス感染症対策に取
り組んでいます。

コミ
ュニティセンター情報

コミセン
NEWS

二酸化炭素濃度測定による
換気チェック

手指消毒はしっかり
お願いします

体温計測の実施

マスクを着けて
「かからない」「うつさない」を実践

健康ウォーキング
木 太 地 区

●第2土曜日…木太北部コミュニティセンター
●第3土曜日…木太コミュニティセンター
●第4土曜日…木太八坂神社

集合場所
7時30分
出発時間

新年1月1週目は元日につきお休みします。
1月2週目8日(土)よりスタートです。
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